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米国経済と住宅市場 

米国経済は雇用が順調に回復し住宅市場も

上向きですが、1-3 月期の GDP のように成長

率に力がないのは消費と投資が伸びないか

ら。ビジネス投資とくに設備投資が低迷してい

る構造面からみた理由のひとつとして、多くの

産業で寡占化が進み競争原理が機能しなく

なってきていることが挙げられます。各ビジネ

スが競争相手勝ち独占しようとすることは当然

で質と生産性向上、コスト削減に繋がり悪いこ

とでありません。クラッシック経済理論では

Laissez-faire つまり規制のない自由市場を提

唱しましたが、産業によって自然に独占化（公

共事業など）が進んだり、非合法的な手段で

競争相手を潰すなど、フェアな競争を保持す

るための規制などが必要です。The Council

of Economic Advisors の 4 月に発表した研究

結果で多くの産業における寡占化と競争原理

への悪影響が指摘されています。 

独占企業は消費者に高価格を、また供給者

には低価格を強要できます。将来への投資

や研究開発へ資金をつぎ込むより、現在の利

益を優先、企業の贅沢が進むのは典型的。

弱電、自動車、衣服、ソフト（アプ）などは国際

的な競争が激しく国内独占化は困難。Apple

は圧倒的優位にあっても、常に先行投資をし

斬新な技術や商品を開発し続けなければ、そ

の地位はすぐに揺らぐでしょう。一方、小売

業、レストランチェーン、電話や公共事業など

は海外からの直接競合が小さく、寡占化が進

んでいます。 

多くのホールディング・カンパニーは幾つも

の異なる名称やブランド名で営業しているた

め、一般消費者には判らず、大元の企業名が

知られていないことも良くあります。私たちの

不動産業も同様。全国的な大手は数社しか

なく、特に上場している一社は有名なブランド

を幾つも保有しています。この事実を知らない

所属エージェントも多いのには驚かせられま

す。ただ不動産業とくに住宅は非常に地域性

が強いので、私たちのような極小ブローカーも

多数共存しています。 

多くの国が景気回復に苦しんでいる中で、

米国の高度成長による国際経済の引き上げ

が必要です。ビジネス投資がインフレなき経

済成長に最も有効であることは保守・リベラル

とも合意すること。市場の競争原理を保証し

寡占是正の法制整備が望まれます。 

パロスバーデス住宅市場 
2 月中旬から新規リスティングが毎週 20-30

件市場に出てきています。PV の一戸建て販

売数が月平均 60 件以下です。当初は昨年

からの売れ残りが多く、新規物件が販売を鼓

舞する良い効果がありましたが、販売数は好

調時でも 20 件前後のため、市場在庫が 2 月

下旬に一時減少後は増え続け 180 件を超し

需給関係も 4 月初めから緩んでいます。価格

も季節的な弱基調から回復していますが、需

給悪化のため上昇力がありません。 
最近のユニークな傾向は 80 万ドル以下

（Western 沿い Eastview）の物件の売れ行き

が従来に比べ著しく弱いこと。現在売れ筋の

価格帯は 90 万から 150 万ドル。高額物件は

絶対数こそ少ないですが、過去に比べよく売

れています。地域的には従来どおり RPV の

西部が順調です。とくに昨年来 Silver Spur エ

リアの人気が高いのが目に付きます。初めて

PV で買う人は「PV は遠い」とよく言います。ま

た値段的にも買い易いためと思われます。 
今後の見通しは、景気先行きに不安があり、

世帯所得が足踏みを続ける中、雇用にかげり

が見えると、需要が減退する恐れがあります。

低金利もあり、PV のバイヤーに直接影響がな

くても、他地域の落ち込みの影響は避けられ

ません。供給側も過大な新規リスティングが収

まらないと需給バランスがさらに崩れる危険が

ありますが、価格が急騰していないので、新

規物件も少し落ち着いてくれるのではないか

と期待しています。昨年同様、今年も春の販

売シーズンが少し早めの 7 月初めに終了す

る可能性があります。値段は金利急騰がなけ

れば現在のレベルを維持できるでしょう。 
最近は何年も落ち込んでいたコンド市場の

好調が目に付きます。タウンホームは順調。 

 

新物件止まらず
需給緩む 

価格は少し上昇

前科者への賃貸拒否 
HUD が前科があると言うだけで賃貸を

拒否するのは差別に当たるというガイド

ラインを発表しました。 

 これは犯罪歴をテナントの審査基準と

することを否定するものではありません。

以下の点に気をつければ差別をみなさ

れるのを避けることができます。 

- 逮捕歴と前科の違いを理解するこ

と。逮捕歴だけで失格にできません。 

－犯罪が何年前のことかも重要。HUD

のガイドラインでは 6－7 年以上前の前

科は非犯罪者と同じ扱いとしています。

－犯罪の種類および軽犯罪か凶悪犯

罪か程度に関しても考慮する必要があ

ります。勿論周囲の人や家屋や資産へ

の危害を避けることは当然ですが、前

科者が実際に危害を与える可能性を

持つ者か、危害の危険のない者か、認

識することが求められます。 

- さらにある犯罪歴を賃貸拒否の理由

とするなら、そのポリシーを他の賃貸申

込者にも適用する必要があります。つま

り公平なポリシー適用です。 

 この HUD のガイドラインは前科者の多

くが出身国、人種、エセニックなどの少

数派であることから、差別対策として逮

捕歴や前科というだけでテナント拒否を

軽減する目的で発効されたものです。

つまりは人種差別と前科の両方が絡む

ケースは一層の注意が必要です。 
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当ニュースレター定期読者（郵送）の
方に､Notary Public の無料サービス
（直接の場合、ローン書類は除く）を致して
います。また Rockyfield をエージェント
として家の売買をした方には Notary 
Public を 5 年間無料で提供します。 
オフィスに不在のこともありますので､
電話でアポをお願いします。カタリー
ナ(Ext.２＃)まで日本語でどうぞ。出張

サービスもしますが別途料金を頂きます。 

年金居住証明・署名証明も行います。 
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 A: Active   B: Backup   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 05/03/16) 

Rockyfield contact    

 
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteで物件検索ができます 
www.rockyfield.com/propertymenu.html 
 
電話: (310) 544-0857（日本語でどうぞ） 
  アンソニー Ext. 1# カタリーナ Ext. 2# 

 DRE broker license: 
01328577 

賃貸と税金 
もう殆どの方は税務申告を終えたことと思います。不動産

は自宅であっても、投資目的であっても税務を抜きにして

考えられません。特に自宅の場合夫婦で 50 万ドルのキャ

ピタルゲイン控除あるので、最も確実かつ税引後リターン

の大きい投資といえます。私たちのお客様でよく見受ける

のは、転勤やその他の理由で転居する際、まず賃貸を考

えることです。単に「売りたくない」と云うのが最大の理由の

ようです。近年購入してゲインが小さい場合はあまり影響

ありませんが、長年保有してゲインが大きい場合、将来

30%以上値上がりしても、元が取れない可能性が高いと

いえます。さらに賃貸すると減価償却分が売却時に通常

の所得税率でかかるため結構負担となります。ゲインが

30 万ドルくらいの場合、「過去 5 年間に計 2 年間自宅と

して居住」のルールから 2 年間賃貸して売るという策もあり

ます。が、これは値上がりするという前提。 

一年前に自宅購入して、急に転勤等で引越ししなけれ

ばならない場合でも、自宅期間の比率分（この場合 25

万ドル）の控除の可能性があります。（そのほかにも健康

や不測の事態など特例あり：IRS Publication 532）。

CPA とよく相談してください。 

賃貸を長期間するとゲインも大きくなり、所得合計の約

46 万ドルを越す分の税率が 20%（通常 15%）となります。

また 3.8%の Net Investment Income Tax の対象となる可

能性があります。この点からも自宅を賃貸する場合、3 年

以内（実質 2 年強）に売却が得策でしょう。 

日本に帰国する場合、帰国前に売却しないとゲイン控

除を失い源泉徴収の恐れがあります。日本から賃貸は頭

痛の種ばかり、余計なコストや日本の課税対象となる可

能性もあります。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

修繕・リフォーム業者のご紹介 
腕もよく値段もいいコントラクター、ハンディマン、プランマー、ペン

キ屋、カーペットクリーナー、ガーデナー、プールサービス、屋根、

バスタブ修理など家の修繕やリフォームに必要な人をご紹介でき

ます。カタリーナまでお問合わせ下さい。 
 

ご自宅地域の市場情報（週一回=無料） 
市場情報(統計グラフも含む)を毎週（通常日曜日）にメール

にてお届けします。メールでお申し込みください。下のリス

トはごく一部です。 
 properties14@rockyfield.com   
 
ご自宅の市場価値推定（無料） 
リフォームした方、家が幾ら位かお知りになりたい方、市場

価値推定を無料で致します。お売りになる計画が無くても遠

慮は要りません。 


